
 
国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

ニューズレター 2020年 1月号（第 15号） 

◆日本語力アップ 

 

◆シンチャオ先輩 

・Nguyễn Phương Hà さん（高速道路道路管理会社勤務） 
 

◆日本語でお仕事 

働く人―ベトナム人への質問 

北海道上川郡東川町役場 交流促進課 国際交流員  

Bùi Thị Phương Thảo さん 

 

一緒に働く人―日本人への質問 

北海道上川郡東川町役場 交流促進課 課長 藤井貴慎さん 

 

◆もっといい先生になりたい！ 

-「2018‐2019年度合同研修」参加者の声- 

・ Đặng Thị Kim Ngân さん Phù Mỹ 高校（バリアブンタウ）教師 

・ Guyễn Thị Thảo さん Trần Phú 高校（ハイフォン）教師 

・ Võ Thi Minh Ngoc さん Hai Bà Trưng 高校（フエ）教師 

-国際交流基金 第 2回新規日本語教師育成講座受講生の声- 

・ Dương Thu Phương さん Nguyên Đình Chiểu中学校（ハノイ）教師 

・ Nguyễn Như Thuỷ さん Japan Vietnam MCHRセンター（ハノイ）教師 

 

◆日本語体験談 
・Nguyễn Thùy Giang さん（ホーチミン市法科大学・名古屋大学日本法教育
研究センター） 
・Nguyet Viet Hung さん（フエ外国語大学） 
・Nguyễn Trang Mi さん（ハノイ国家大学） 
 
◆まちかどのにほんご人 

・Hồ Thị Mỹ Huyền さん（事業開発オフィススタッフ） 
・Dương Quốc Tuấn さん（大学生） 
・Tạ Châm Anh さん（レストランマネージャー） 

「にほんご人」は日本語を使って何かをしようとする人の総称、「oi」はベトナム語の

呼びかけのことば。『にほんご人おーい』は日本語を使ってコミュニケーションをする

みなさんのためのニューズレターです。 

 

2019年は大変お世話になりました。

2020年も皆様にとって良き年となりま

すように。  

JFスタッフ一同 

 



「「大人の学び方」で日本語を学んでみよう！」 
国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

日本語専門家 五十嵐 裕佳 

「人生 100年時代、ひとつのスキルや技能で”一生食べていける”時代ではなくなりました。」と衝撃的
しょうげきてき

な書き出

しで始まる、中原
なかはら

淳
じゅん

さんの著作『働く大人のための「学び」の教科書』。医療の進歩で寿命が伸びることにより

「仕事人生が長期化する」こと、そして、AIなどの技術革新によって凄まじい
すさ

スピードで時代が変化していること

は疑う余地
よ ち

がありません。このような時代を生き抜
ぬ

くために、新たな環境変化に対して好奇心や興味を失うこと

なく、「自ら行動する中で経験を蓄積
ちくせき

し、次の活躍の舞台に移行することをめざして変化すること」を「大人の学

び」として著者は勧
すす

めています。 

 

 では、これからの時代を生きる皆さんも、時代と自身の変化を楽しむために「大人の学び方」で日本語を学ん

でみてはいかがでしょうか。「大人の学び方」は、コンピューターの OSのような基盤
き ば ん

となる考え方である「３つの

原理
げ ん り

原則
げんそく

」と、その基盤の上にアプリケーションのように乗っかる「７つの行動」から成立しています（図）。今回

は、具体的な行動に目を向ける前に、考え方の基礎となる「３つの原理原則」を日本語学習にあてはめて考え

てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この原理は、「人間が能力を伸ばすときには、何らかの「背伸び」を必要とする」ということです。「背伸び」とは

「今ある能力では実現は難しいけれど、なんとか頑張ればやれそうなことへの挑戦」です。日本語学習におい

てわかりやすい「背伸び」は、JLPTや日本留学試験などの試験への挑戦ですね。もし、チャレンジする方向性

がわからない場合は、「自分も楽しくて、人に感謝されること」がおすすめです。例えば、「日本人の友人に、自

分の街を日本語で案内する」「SNSでつながりのある日本語話者に、ベトナムの文化を日本語で紹介する」な

どが考えられますね。皆さんも、自分にとって「背伸び」に当たるものは何か探してみましょう。 

原理原則① 背伸
せ の

びの原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 「振り返り」は、人が経験から学ぶときに必要になる行動です。経験はそのまま放置
ほ う ち

しておいても、学びには繋
つな

がりません。経験を学びに変えていくために必要なのが「振り返り」です。日本語学習でいうと、作文や会話にお

いてミスや間違いがあったとき、学習方法に行
い

き詰
づ

まりを感じたときに「振り返り」が必要だと考えられます。「振

り返り」は ①What？（何が起こったのか）→②So what？（どんな意味があったのか？何がよくて何が悪かった

のか？）→③Now what？（これからどうするのか）の３つの問いを順番に深めるプロセスです。「時間がかかる

から嫌だなあ」と思った人もいるかもしれませんね。しかし、原因を突き詰め
つ     つ

なかったことで、同じようなミスや間

違いを何度も繰り返すといった経験は皆さんにもあるのではないでしょうか。是非、定期的に「振り返り」を行う

習慣をつけてみてください。 

 

 

 

 この原理は、「人が学習するには他者が必要である」ということです。アドバイスやコメントをもらったり励
はげ

まされ

たりといった、信頼のおける第三者のサポート、つまり「つながり」を糧
かて

に人は学んで成長していきます。日本語

学習でいうと、教師や仲間の存在が「つながり」ということになるでしょうか。人は、一人ではなかなか変わること

のできない脆弱
ぜいじゃく

な存在だからこそ、人とのつながりのなかで、他者を鏡にしながら変わっていくということが非常

に重要になるということです。 

ちなみに、ある研究によると、アドバイスや励ましといった他者からの支援で、成長につながる最もパワフルなも

のは、原理
げ ん り

原則
げんそく

②で扱った「振り返り」だったそうです。皆さんも、信頼できる「つながり」から「振り返り」の支援

をもらってみましょう。 

 

 さて、ここまで「大人の学び方」の原理
げ ん り

原則
げんそく

を説明してきました。これからは、この原理
げ ん り

原則
げんそく

を常に意識しつ

つ、具体的な行動=日本語学習に取り組んでみましょう。先述の「７つの行動」は学びを加速
か そ く

させるものですの

で、興味があるものからでも、「これが足りていないな」と思うものからでも、是非日本語学習において実践
じっせん

して

みてください。私のおすすめは「行動⑦ 教えてみる」です。教える側であるあなたにも学び手との対話を通じて

の発見があり、きっと成長につながるに違いません。 

 

 最後に、このニュースレターを読んでいる人の中には、センターや大学などで日本語を教えているという方も

少なくないでしょう。今回紹介した「大人の学び方」は日本語学習者だけではなく、日々研鑽
けんさん

に励
はげ

んでいる日本

語教師の皆さんにも通じる考え方です。変化の多いこれからの時代においても、「成長する教師」として生きて

いけるように、「３つの原理
げ ん り

原則
げんそく

」を踏
ふ

まえ「７つの行動」を一緒に実践
じっせん

していきませんか。 

 

 

 

参考文献：中原淳（2018）『働く大人のための「学び」の教科書』かんき出版 

 

原理原則② 振
ふ

り返
かえ

りの原理 

原理原則③ つながりの原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月号は、大学受験時に日本語に出会ったことで大きな転機を迎え、現在は日本で土

木関係のお仕事に携わっていらっしゃる Nguyễn Phương Hà さんにお話を伺いました。

日本語学習者の先輩のお話としてお読みください。 

 

した。そのために日本語を短時間で学習できる方法を選択し、朝から夕方まで日本語の文法、文字語彙、

読解そして発音練習等に時間を費やしました。空き時間ができたら、大学受験のための数学、化学、物理

という理科 3 科目を日本語で勉強しました。日本語という全く新しい言語に触れることで、全く新しい

世界、異国の文化に触れてワクワクした毎日でした。忙しい毎日ですが、仲間と一緒に日本語の勉強に励

む日々が私の人生で最も楽しい時間でした。 

 来日したのはその 1 年後です。大学進学のための能力がまだ不足していたので、もう 1 年間日本語専

門学校に通いながら大学受験に挑みました。日本留学という道は、美しいバラが咲く道ではなく、困難が

いっぱいで諦めたいと思ったことも数えられないほどありました。日本の高い物価で生活を賄うために、

勉強時間以外はアルバイトをやらなければいけませんでした。アルバイトは飲食店のスタッフ、コンビニ

の店員、清掃員等掛け持ちをしながら学費と生活費を自分で稼ぎました。不慣れな環境で勉強とアルバイ

トを両立するのは、とても大変で涙を流すこともありました。しかし、私の周りの学校の先生、クラスメ

ートや同じベトナム人の友達が助けてくれたおかげで大学受験に合格し、無事に大学に入学できました。

私にとって留学をしなければ自分はこんなに成長できませんでした。自分で道を開拓し、涙と汗を流して

挙げた目標を達成できました。 

 大学と大学院を卒業した後、私は今の職場に勤めることになりました。私の仕事は土木職です。日本の

幹線道路である高速道路新規路線の建設現場に勤務していて、ベトナムでも有名なゼネコン会社（大成建

設、清水建設等）を相手に仕事をさせて頂いております。トンネルを掘ったり橋梁をかけたりする大規模

の工事で働けることはやりがいと誇りを感じます。日本の最先端技術に触れることができる今の仕事は

自分にとって大きなチャンスでもあり大きなチャレンジでもあるので、とても楽しいです。 

 今、私は日本で自分の夢を追いかけています。皆さんはどうですか。日本語の勉強は難しいと思います

が、小さい目標を設計してそれをやり遂げることできっとやる気が出るはずです。そして積み上げた小さ

なゴールがいつか大きな成果に繋がるので日々日本語の勉強を是非頑張ってください。 

※執筆者の日本語原稿を編集して掲載しています。 

 

みなさん、こんにちは 

ハーです。私は現在日本で高速道路を管理する会社に勤めています。 

毎日、日本語を使って仕事をしています。一日中母国語であるベトナム

語よりも日本語で話す時間が長いかもしれません。今回は私の日本への

旅について語りたいと思いますので、ご興味のある方は是非おつきあい

ください。 

私が日本語に出会ったのは 10 年前のことでした。18歳の時で国内大学

受験に苦しんでいた時でした。その時「日本語を学んで留学に行けるよ」

と知人から聞き、私も留学に挑戦してみたいと思いました。日本語を勉

強するため大学進学をやめ、ホーチミン市にある日本語学校に通いまし

た。故郷から国を縦断して約 2000km離れた大都市に旅立って日本留学

の夢を追いかけました。当時私の目標は日本の大学に入学することでし

た。そのために日本語を短時間で学習できる方法を選択し、朝から夕方

まで日本語の文法、文字語彙、読解そして発音練習等に時間を費やしま

した。空き時間ができたら、大学受験のために数学、化学、物理という理

科 3 科目を日本語で勉強しました。日本語という全く新しい言語に触れ

ることで、全く新しい世界、異国の文化に触れてワクワクした毎日でし

た。忙しい毎日ですが、仲間と一緒に日本語の勉強を励む日々が私の人

生でも最も楽しい時間を過ごしました。 

 来日したのはその 1 年後です。大学進学のための能力がまだ不足だっ

たので、もう 1年間日本語専門学校に通いながら大学受験に挑みました。

日本留学という道は、美しいバラが咲く道ではなく困難がいっぱいで諦

めたいと思ったことも数えられないほどありました。日本での高い物価

で生活を賄うために、勉強時間以外はアルバイトをやらなければいけま

せんでした。アルバイトは飲食店のスタッフ、コンビニの店員、清掃員

等掛け持ちをしながら学費と生活費を自分で稼ぎました。不慣れな環境

で勉強とアルバイトを両立するのは、とても大変で涙を流すこともあり

ました。しかし、私の周りに学校の先生、クラスメートや同じベトナム

人の友達が助けてくれたおかげで大学受験に合格し、無事に大学に入学

できました。私にとって留学をしないことには自分がこんなに成長でき

ませんでした。自分で道を開拓し、涙と汗を流して挙げられた目標を達

成できました。 

 大学と大学院を卒業した後、私は今の職場に勤めることになりました。

私の仕事は土木職です。日本の幹線道路である高速道路新規路線の建設

現場に勤務していて、ベトナムでも有名なゼネコン会社（大成建設、清

水建設等）を相手に仕事をさせて頂いております。トンネルを掘ったり

橋梁をかけたりする大規模の工事で働けることはやりがいと誇りを感じ

ます。日本の最先端技術に触れることができる今の仕事は自分にとって

大きなチャンスでもあり大きなチャレンジでもあるので、とても楽しい

です。 

 私は日本で自分の夢を追いかけています。皆さんはどうですか。日本

語の勉強は難しいと思いますが、小さい目標を設計してそれをやり遂げ

ることできっとやる気が出るはずです。そして積み上げた小さなゴール

がいつか大きな成果に繋がるので日々日本語の勉強を是非頑張ってくだ

さい。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、「日本語でお仕事」のコーナーでは、日本の地方公共団体で働くベトナム人の視点から仕事に

ついて感じたことや経験についてお話を伺っています。また、同一の職場で働く日本人にもお話を伺

い、立場の異なる視点から仕事について感じたことや経験について記事にし、掲載しています。今号

のインタビューに答えてくださったのは、日本で国際交流員（CIR）として働く 

Bùi Thị Phương Thảo様と北海道上川郡東川町役場、交流促進課の藤井貴慎様（課長）です。 

◆なぜこの職場/仕事を選びましたか。 

東川町は大学生の時からずっと行ってみたかったところです。ここで働くチャンスが

あり、外国での生活はどういう感じなのかにも気になって行くことにしました。 

◆日本人と働いていて驚いたことはどんなことですか。 

報・連・相ですね。ベトナムではそういう文化がありませんの

で驚きました。 

◆職場での失敗談、苦労話はありますか。 

日本人は何かする前にまず念入りにきちんと下準備をし

て、終わっても念入りに不備がなかったかどうかを調べると

ころです。私は何とかなると考える傾向があるので、最初は

すごく困りました。ですがその必要さがだんだん感じられ、慣

れてきました。 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

相手への思いやりだと思います。 

◆将来の夢や目標はなんですか。 

自分の言語能力と両国についての知識を高めて東川町に

住んでいる皆にたくさんのベトナムの良さを伝えられるこ

と。 

◆日本語でのお仕事を目指しているベトナム人やベトナ

ム人と仕事をする日本人へのアドバイスをお願いします。 

 

仕事がうまくできるように日本語を勉強するだけではなく

日本の文化や日本人の働き方なども勉強したほうがいい

と思います。 

◆業務内容を教えてください。勤務時間はどれくらいですか。 

東川町で、国際交流員（CIR）として町の国際交流業務に携わっています。ベトナム

の文化を紹介するために交流会やイベントを行い、ベトナム語講座を開催し、町に

滞在する留学生をサポートする仕事がメインです。時々小学校の授業に参加する

ことや外国人の同僚と一緒に多文化のイベントをすることもあります。また毎年夏に

世界各地から高校生が集い開催される「高校生国際交流写真フェスティバル」で

は、ベトナムとの連絡調整をはじめ、大会当日の通訳、アテンドを務めます。勤務

時間は週 40時間です。 

◆働いていて嬉しかったこと、楽しかったお話はありま

すか。 

最初は講師として教えることに自信がないため、ベトナ

ム語講座をやりたくなかったです。やってみたら私がう

まく教えられなかったのに、受講生の皆がすごく頑張

ってくれました。その姿をみて嬉しく感じてもっともっと

頑張りたくなってきました。 

ベトナムの方への質問 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆業務内容を教えてください。また勤務時間はどれく

らいですか。 

北海道「写真の町」東川町で、町の国際交流業務に

携わっています。在籍するベトナムをはじめ 9 か国の

国際交流員（CIR）とともに、海外の姉妹都市との交流

や、住民向けの国際交流イベントの実施などを行って

います。特に、毎年夏に実施する「高校生国際交流

写真フェスティバル」は、世界の多くの国と地域から高

校生が集い写真を通じて国際交流を行うイベントで最

も特色のある事業となっています。勤務時間は 1 日、

7時間 30分です。 

◆ベトナム人スタッフと一緒に働いて驚いたことはあり

ますか。 

何事に対しても非常にまじめで、礼儀正しい姿にとても

感動しました。熱い情熱や強い信念を秘めながら仕事

に臨む姿勢は、自分たちにとっても刺激になっていま

す。 

◆働いていてうれしかったこと、楽しかったことは何ですか。 

ベトナムをはじめとする9か国ものスタッフと一緒に仕事ができ

ることは、とても楽しく貴重な経験になっています。スタッフと

共に一つのイベントを終えたときに得る達成感と充実感は何に

も勝る喜びです。日常会話の中で各国の違いについて話に花

が咲くのもこの職場ならではで、とても楽しい時間となっていま

す 

◆働く上で大切にしていることはなんですか。 

人の思いを大切にしたいなといつも思っています。いろいろな

考え方が結びついたり、ときにはぶつかりあったりしながら、物

事がうまく進んだり、想像もしない結果に結びついたりすること

に出会う瞬間は働く喜びにもなっています。 

 

◆将来の夢や目標はなんですか。 

 これからも東川町が住んでいる人、訪れる人にとっ

て愛される場所となれるように、微力ながら自分も頑

張っていきたいです。そしていつか、ベトナムにいって

みたいと思います。 

◆日本語でのお仕事を目指しているベトナム人やベトナム人

と仕事をする日本人へのアドバイスをお願いします。 

 国籍や言語が異なっても、お互いに分かり合おうとする気

持ちがあればきっと皆、仲良くなれると思います。同じ時間を

過ごし、同じことに取り組む中で、同じ苦労をしたり、同じ感動

を味わえることは、お互いにとってきっと素晴らしい経験にな

ると思います。 

◆東川町の概要 

東川町は北海道のほぼ中央にある人口 8300人の町です。大雪山国立公

園をはじめとする雄大な自然のもと、田園風景が広がるのどかな町です。

全国的に珍しく全戸が地下水で生活をしています。町は「写真の町」を宣言

し、写真を通じた国際交流を行っているほか、日本唯一となる公立日本語

学校があり、多くの留学生が生活するなど国際色豊かな街になっていま

す。 

◆職場での失敗談、苦労話はありますか。 

自分の失敗はここでは書ききれないくらいたくさんありま

す（笑）。それでもいつも上司や仲間が助けてくれて、な

んとか今の自分があるのだと感じています。わからない

ことでも一歩踏み出してみると案外簡単なことだったり、

自分だけでは解決できなくても仲間と一緒だったら解決

できたり、ここはそんなことを学べる素敵な職場です。 

日本の方への質問 

※執筆者の原稿をそのまま掲載しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―「2018‐2019年度合同研修」参加者の声― 

  
国際交流基金ベトナム日本文化交流センターでは、10 月から 11 月にベトナムの各地域から中等教育の日本語の先生

と、“日本語パートナーズ”の方を対象に北部、中部、南部の３か所で合同研修をしました。今回はそれぞれの地域で行わ

れた研修に参加した三人の先生に研修の感想を伺いました。 

【Đặng Thị Kim Ngân さん Phù My 高校（バリアブンタウ）教師】 

【Nguyễn Thị Thảoさん Trần Phú 高校（ハイフォン）教師】 

今回の研修でベトナムにおける外国語教育の目標と教科書の構成、授業の流れについて

理解することができました。研修参加者同士の経験や活動の共有、アイデアの交換を通

し、生徒の日本語でのコミュニケーション能力と「これからの社会で求められる４つの力」を

伸ばす授業のレパートリーを増やし、自分の授業に応用できるように考えることができまし

た。 

自分の授業をふりかえって、これからどう生かしていきたいかよく分かりました。大切なことは

生徒に考えさせ、気づかせることだと思います。絵やビデオや会話などを見せて、文型が場

面や状況の中でどのように使われるか示します。生徒には実際の場面で自分の力でコミュ

ニケーションができるような練習をしてほしいと思っています。 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

2019年 10月 26日、27日にハノイで国際交流基金ベトナム日本文化交流センターによって行

われた2019年度第一回北部合同研修に初めて参加させていただきました。今回の研修に参加

させていただいて、本当によかったと思います。 

研修を通して日本語の教育に役に立つことにたくさん気がつきました。具体的に言うと、ベトナム

における外国語教育の目標と教科書の構成、授業の流れについて理解することができました。研

修参加者同士の経験や活動の共有、アイデアや意見の交流を通し、授業がもっとおもしろくて効

果的になるように色々な方法を勉強することができました。他にも効果的なクラス活動について

勉強でき、特に“まんざい”という活動は研修中に私の興味を引きました。それに研修を通して研

修参加者と日本語パートナーズ同士のネットワークを作ることができました。今回の研修を通して

各学習対象によっておもしろくて効果がある日本語の授業を作るために、よく変化しなければなら

ないと思っています。 

日本語を教える外国人教師の私たちに勉強できたり、交流できたりする環境を作ってくださった

国際交流基金の先生方に本当に感謝しております。 

高校教師 2年目の自分に不足している知識や技術の習得を目標に 2日間の研

修に参加しました。普段関わっている日本語パートナーズが不在だった為、初対

面の日本語パートナーズと「漫才」というおもしろい活動をしました。初めての経験

で最初は戸惑いましたが、たくさんの人とコミュニケーションを取り、参加者同士の

情報交換をし、授業に応用できるアイデアをたくさん得ることができました。講師の

方々はとても丁寧に指導してくださいました。先生方とは研修後もよりよい授業作

りをしていくために頻繁に連絡取り情報交換をしています。 

生徒達が楽しんで日本語を学び、日本を好きになってもらえるような授業をして

いくのが教師の役目だと思っています。この研修で得たものを生かし、よりよい授

業作りに力を注ぎたいと思っています。 

【Võ Thi Minh Ngocさん Hai Bà Trưng 高校（フエ）教師 】 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

 

“日本語パートナーズ”は 

 アジアの日本語教師や生徒の「パートナー」として授業のアシスタントや日本文化の紹介を行います。 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

 

今ハノイの MCHRセンターで日本語の教師として働いています。毎日いい学生に教え

たり、おもしろい同僚と話したりしていてとても楽しいです。半年前は日本語の教師にな

るという考えは全然なかったです。日本から帰国したら何をやるかわからなかったで

す。その時、インターネットで「日本語教師育成講座」募集のお知らせを見ました。日

本語教師になることはまだ考えてなかったのですが、自分でパワーアップしたいと思

い、日本語を忘れないように日本語教師育成講座に参加しました。それ以来日本語

を教えることが好きになりました。 

私のクラスは全員で２４人です。皆さんは色々なところから来ました。１２年間教えた経

験がある人もいるし、経験がゼロの私のような人もいます。そして、皆さんは誰でも私よ

り日本語が上手です。なので、最初「あ～難しいな、こんなに偉い人と一緒に勉強する

のか」と思って、途中でやめようと思いました。しかし、みなさんは優しく、色々ことを教

えてくれました。毎日月曜日から金曜日まで一緒に勉強していたので、仲がよくなりま

した。私のイメージは日本語教師という仕事はただ、日本語を教えることだけでした

が、クラスメートを見ていてそれだけではないと思いました。 

例えば、難しい文法がある時、学習者が理解できるように、日本語教師は俳優になっ

て演技することもあります。学生が勉強する気が起きない時、日本語教師は心理学 

―国際交流基金 第 2回新規日本語教師育成講座受講生の声― 

 

【Nguyễn Như Thuỷさん Japan Vietnam MCHR センター（ハノイ）教師】 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センターでは、ベトナムにおける日本語教育の推進のために、ベトナムの日本語教

育の将来を見据
み す

え、日本語教師養成のための講座を開講しています。今回はハノイで行われた第２回新規日本語教

師育成講座の受講生にお話を伺いました。 

者になって学生と話さなければなりません。クラスメートからそんな話を聞いて、日本語教師は本当に難しく、大変な仕事

だと思いました。皆さんは本当に素晴らしいと思います。私は皆さんのようにいい日本語教師になりたいです。 

最近仕事が忙しくて皆さんに会うチャンスがあまりないのですが、フェイスブックでよく話をします。仕事で困ることがあった

時、みなさんに聞いたらいつもいいアドバイスをくれます。みなさんからパワーをもらいます。日本語教師は難しい仕事で

すが、学生のために、もっといい先生になるように頑張ります。  ※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

 

皆さん、こんにちは。 
私はフオンと申します。2018年の 8月からハノイのグエン・ディン・チュウ中学校
で日本語を教えています。実は私は日本語教師として経験が浅いです。今年の
6月から 7月まで JFの第二回の日本語教師育成講座に参加することができま
した。本当に楽しくて、有意義な時間でした。日々先生と同級生から新しいことを
教えていただきました。色々なことを理解できるようになって、授業の流れやおも
しろい教え方など教わることができました。他にも、様々な授業の活動のやり方を
教えていただきました。そのことは自分の仕事の役に立っています。習ったことを
中学校の授業で応用するようになってから、授業がもっとおもしろくて、スムーズ
になってきました。更に、職業に対する自分の考えが変わりました。特によい教
師は知識を全部教えなくて、生徒たちに日本語への興味と勉強するインスピレ
ーションを吹き込める人ということです。もっといい先生になりたいです。毎日教え
方の改善をしたいと思い頑張っています。 
JFの新規日本語教師育成講座は日本語教師になりたい人にとても役に立つと
思います。これからもよろしくお願いいたします。 

【Dương Thu Phương さん Nguyên Đình Chiểu中学校（ハノイ）教師】 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年の１０月に、私は初めて日本に“会いました”。日本との“出会い“は運命だと思
います。２０１９年の５月に、Japan Foundation の日本語フェスティバルに参加し、 
初めて日本語でスピーチをしました。幸運なことに、日本在外企業協会から優秀賞をもらい、
日本に行く機会がありました。８日間、日本の東京に色々なことを体験しました。すごく 
楽しかったです。そして、ASEAN の１０国の代表と仲良くなって、みんなの文化と言語を 
もっと理解することができました。日本在外企業協会のみんなたち、または ASEAN からの 
友だちにベトナムとベトナムの文化を紹介して、大変誇りに思いました。その機会を通じて、
日本ばかりか、他の ASEANの諸国について色々勉強になりました。私にとっては、それは一生
忘れない思い出です。 
 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センターは一般社団法人尚友倶楽部の支援のもと「ベトナム日本研究学生・ 
若手研究者 日本研究論文コンテスト」を実施しました。優秀者 4名は 2019年 8月 18日（日）～10月 7日（月）
まで日本語能力の向上、及び日本文化・社会を直接体験すべく、公益財団法人石川県国際交流協会での研修に参加
しました。今回はその中から Nguyen Thuy Giangさん、Nguyen Viet Hungさんの二名にお話を伺いました。 

Nguyễn Thùy Giangさん（ホーチミン市法科大学・名古屋大学日本法教育研究センター） 

 

6 週間石川県で日本語を学んだり、日本文化を体験したりする間に、日本とベトナムの日本
語の教え方と学び方の色々な違いに気が付きました。日本での日本語授業は、趣味の紹介、
対話、ディベート、映画の鑑賞などの新しい形式で、学生たちに言語の四つの技能を練習
させています。また、授業は日本語だけでなく、いろいろなトピックについても行われて
いました。そのような授業のおかげで、日本人の文化、生き方、考え方についての知識が
広がりました。 
メディアを通じて聞いていただけの日本の文化を体験したのは、今回が初めてです。石川
県の旅行でも、日本の有名な観光地及び観光地の興味深い知識が身につきました。また、
フランス、イタリア、ドイツなどの世界中の学生たちと友達になる機会もありました。日
本語と日本文化の専攻の私にとって、上記の経験は、これまで培ってきた知識を実践する
機会でした。 
 

私はホーチミン市法科大学・名古屋大学日本法教育研究センターのグエン・トゥイ・ジアンです。 
国際交流基金が主催した令和元（2019）年度ベトナム日本研究学生 ・若手研究者 日本研究論文 
コンテストに優勝したので、日本に 7週間の研修に参加するチャンスがありました。 
6 週間石川県日本語・日本文化研修プログラムに参加しました。国際交流協力会で日本語の授業を
受けたり、日本文化体験の講義も参加したり、日本人のホームステイを楽しんだりしました。 
そのため、日本語の能力も高まることだけではなく、日本文化を深く分かるようになりました。 
また、1週間に 3人の友達と京都と東京に研修旅行をしました。美しい日本景色を見に行けて、 
日本人に会えて、交流を通じて色々なことを学べました。 
貴重のチャンスをいただき、本当にありがとうございました。 

Nguyễn Trang Miさん（ハノイ国家大学） 

※執筆者の日本語原稿をそのまま掲載しています。 

 

 

Nguyen Viet Hungさん（フエ外国語大学） 

 

※執筆者の原稿を一部修正して掲載しています。 

 

※執筆者の日本語原稿をそのまま掲載しています。 

 

Nguyễn Trang Miさんは国際交流基金ベトナム日本文化交流センター主催「にほんごフェスティバル 2019」にて日
本在外企業協会賞を受賞し、10月 6日（日）～13日（日）まで訪日しました。東南アジア 8か国から来た他の受賞
者と共に様々な日本企業の訪問を行った Myさんに初めての訪日体験の感想を伺いました。 



 

Dương Quốc Tuấn さん （大学生） 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

Tạ Châm Anh さん （レストランマネージャー） 
私は子供の頃から、日本の人や文化が大好きでした。16歳
の夏、日本語のクラスに初めて登録しました。先生が私の発
音がとても上手だと言った時のことを今でも覚えています。そ
れから私は自分がこの言語を話せるように頑張ることにしま
した。18歳のとき、私は日本のレストランで初めてアルバイト
をしました、もう一度、自分で最初から日本語を学びました。
やさしい日本人は私のつたない日本語でも理解してくれて、
私とおしゃべりし、日本と日本語についてもっと教えてくれま
した。そして、有名な歌から日本語を学ぶようにアドバイス 
をくれました。それはいいアイデアでした！ 

Hồ Thị Mỹ Huyền さん （事業開発オフィススタッフ） 
フエ外国語大学日本語文化学科で 4年間勉強し、日本語が話せております。学校
で勉強するだけでは不十分だと思ったので、3年生の時から日本語に関係するアル
バイトをしておりました。2019年 10月下旬に、アゼライ・ラ・レジデンスホテルからフ
ンジャン会社に転職して、事業開発オフィスのスタッフとして勤務しております。 
私は、顧客やパートナーや、日本人管理人とのコミュニケーションに関する仕事で
日本語を使っています。また、日本語を学んでいる生徒に日本語の勉強の楽しみ
を伝えたいと思っています。  私にとって、言語を学ぶことは新しい文化を習得す
ることで、マナーや礼儀作法だけではなく、私のライフスタイルやものの見方を変え
てくれました。そのおかげで、私は良い職場に勤務し、自分自身を表現し、また現在
の仕事で国の文化を違う国へ宣伝することができています。 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

「あれっ。日本語話せるんですか?!」          
街を歩いていると、いろいろなところで日本語が話せるベトナム人の方にお会いします。片言の日本語が話せる人から、流暢に
話せる人までさまざまですが、皆さん一人ひとりが何らかの目標を持って日本語を身に付けようとしているにほんご人だということ
が分かります。 
このコーナーでは街角でお会いしたそんなにほんご人のみなさんから、どうして日本語が話せるのか、日本語を使ってどんなこと
をしたいかということについて、お話を伺いました。どうぞご覧ください！ 

※執筆者の日本語を一部修正して掲載しています。 

 

はじめまして、私は Tuan（トゥアン）と申します。いま、ハノイ大学の三年生
です。 
私が日本語を話せる理由は日本語学校で学んだからです。また、日本の
漫画やアニメなど気に入って毎日読んだり見たりして徐々に日本語に慣れ
てきました。日本語を練習するために、ハノイの日本食レストランで働いて
います。レストランで自分では体験しないとわからなかった日本語を習いま
した。卒業後、日本語を使って仕事したいと思います。私は IT を専攻して
いるので、IT業界で働きたいと思います。 



 

無料日本語学習サイトで日本を学ぼう！  

日本語学習サイト「みなと」の特長 

・オンラインで自学自習 

 いつでもどこでも日本語が学べます 

・入門から学べる全５０コース，１コース１時間から 

 レベルに応じて，少しずつ学習できます 

・レベルチェックテストあり，ベトナム語の解説あり 

 学習の進度を確認し，しっかり復習できます 

・各コース毎に修了書発行 

 達成感があり，やる気が継続します 

https://minato-jf.jp 

登録は簡単です。是非ご利用ください！ 

みなと登録方法案内動画 

国際交流基金が運営しています。 

発行／国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

監修／安藤
あんどう

敏
と し

毅
き

（同センター 所長） 

     小川
お が わ

京子
き ょ う こ

（同センター 日本語上級専門家） 

編集／森近
も り ちか

美
み

菜
な

（同センター 日本語指導助手） 

     長田
お さ だ

あさみ（同センター アジアセンター調整員） 

翻訳／Nguyễn Trà My（ハノイ国家大学外国語大学日本言語文化学部） 

Vương Linh Chi（同センター アシスタントプログラムオフィサー） 

 


